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 普通のトイレに乗り移りができない場合やトイレに座っていられない場合にはトイレや排

便の場所に工夫が必要となります。脊髄損傷の程度や日常生活動作の状況、また、介護力や

経済面などを考えて、適切な排便方法を選択しましょう。 

表２ 脊髄損傷のレベルから見込まれる移乗方法と排便方法              

※損傷 

ﾚﾍﾞﾙ 
移乗方法 排便方法 補助道具 

C４以上 全介助 ベッド上排便   

C５ 

全介助 ベッド上排便   

前方（往復）移乗一部介

助 
高床式トイレ   

C６ 

前方（往復）移乗自立 高床式トイレ 坐薬挿入器・尻拭き棒 

前方（往復）移乗自立 小判型トイレ 坐薬挿入器・尻拭き棒 

横（側方）移乗一部介助

～自立 

車いすトイレ（手すり付き

洋式便座） 
坐薬挿入器 

C７ 横（側方）移乗自立 
車いすトイレ（手すり付き

洋式便座） 
坐薬挿入器 

C８～T1 横（側方）移乗自立 
車いすトイレ（手すり付き

洋式便座） 
 

 次に介助者が必要な場合と一人で排泄する場合に分けて説明します。 

１ 介助者が必要な場合 

１）ベッド上排便 

  主に第５頸髄損傷以上の脊髄損傷でトイレへの乗り移りができない場合や長時間トイレ

に座っていられない場合に行います。介護者が摘便しやすいというメリットがあります。 
 また、褥瘡や※起立性低血圧、※異所性骨化がある場合や手術後でトイレに座れない場合に

も行います。 
起立性低血圧は第５～６胸髄損傷以上の脊髄損傷の場合におこりやすくなります。座位

での排便時、気分不快やふらつきが強い方はベッド上排便をおすすめします。トイレで排

                                                 
※ 損傷レベル 
 脊髄神経は上から下までを順番に、頸髄（C１～８）、胸髄（T1～12）、腰髄（L1～5）、仙髄（S1～
5）、尾髄に分けることができる。どの高さ（レベル）の脊髄神経までが、麻痺を免れているか表した

ものを言う。 
 
※起立性低血圧 
 急に起き上がることや排便後に血圧が下がることをいう。気分が悪くなったり、めまいや動悸がした

り、冷や汗をかいたり、時には目の前が真っ白になることがある。 
※異所性骨化  
 本来は骨の存在しない部分に骨が形成されるものをいう。関節付近に発生すると、日常生活動作に支

障をきたすことがある。 
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   (1)洗腸セットを準備します。 

  (2)ロールクランプが閉じていることを確認した後、洗浄液バッグに 38～40℃の微温湯

を500～1000ml入れます。 

   (3)洗浄液バッグを移動式スタンドまたは釘などを使って目の高さにつるします。 

 (4)洗腸セットの先端を肛門に挿入し、肛門に押し付けるように手で押さえます。 

(5)もう一方の手でロールクランプを開け、100～200mlの微温湯を流します。 

１分間に100mlくらいの速さで注入します。 

 (6)肛門から洗腸セットの先端をはずし、５～６分程度待ってから、いきんだり、腹圧を

かけて便を出します。 

  (7)(4)～(6)を繰り返し、直腸内に便がないことを確認し、終了します。 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
 

図6 洗腸セットは目の高さ 
 
２ その他の方法 
１） 人工肛門 
重度の便秘や便失禁の場合や、長時間の排便の負担をなくすために、人工肛門という方

法があります。手術により、腸の一部をおなかの壁を通して外に出し、肛門に変わる便の

出口をつくります。そして、便の出口に専用の袋を着け、定期的に便やガスを処理します。

いつ便が出てくるかわからない状態と臭いの問題はありますが、袋の交換は短時間ですみ

ます。 
２）盲腸ポート 

  浣腸液を肛門から入れるのではなく、大腸の上流部分に入口（ポート）をつくり、そこ

から浣腸液を入れて腸の中の便を出すという方法です。日本では 2002 年より手術が行わ

れるようになりましたが、手術ができる病院は限られており、自費診療となります。 
 
第4章 脊髄損傷者のトイレの工夫 

 

数字は削除して

ください 
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便する場合はベルトなどで体を固定し、介助者が付き添うようにします。 
 ２）シャワーキャリーと洋式便器  
  シャワーキャリー（座る部分の中央に穴が開いている）に乗車したまま、一般の洋式ト

イレまで移動し排便する方法です。介助用と自走用があり、便座の高さは調節することが

できます。車いすトイレよりも狭いスペースで使用できるメリットがありますので、トイ

レに車いすが、入らない場合や自宅の改造ができない場合に使用します。 
 

 

  
     図7 介助用シャワーキャリー 
 

  
     図8 自走用シャワーキャリー 

バケツが付いているタイプであれば、ベッドサイドで使用できます。起立性低血圧や座

位バランスが悪い場合には、ベッドの高さをシャワーキャリーの高さに合わせて、足をベ

ッドに置いて使用します。 
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図６　介助用シャワーキャリー

図７　自走用シャワーキャリー
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             図9 ベッドサイドでのシャワーキャリー 
（出所）国立別府重度障害者センター頸髄損傷者自己管理支援委員会，頸髄損傷者のための自己管理支援ハンド

ブック 中央法規，2008, P130 

 

３）車いすトイレ  
乗り移りが軽介助で、背もたれや手すりがあれば、トイレに座っていられる場合に使用

します。介護用リフト※で移乗する場合もあります。       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     図10 車いすトイレ 

介助による横（側方）移乗の方法の一例は 
(1)車いすトイレの片方の手すりを持ち上げ、車いすを便座にやや斜めになるように横

                                                 
※ 介護用リフト 

 介護用リフトとは、自力で移乗や移動ができない人をつり具を使用して持ち上げ、ベッドから車いす

への移乗やトイレ、浴室などへの移動を補助するキャスター付きの機器のことをいう。 
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図８　ベッドサイドでのシャワーキャリー

図９　車いすトイレ


